薄型テレビ用ハードディスク かんたん接続ガイド
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「ビエラ」

パナソニック製液晶テレビ

ビエラで使用できるように、ハードディスクの登録を行います。

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん接続ガイド」は、薄型テレビ用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でパナソニック製液晶テレビ「ビエラ」に接続し、外付
け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
この「かんたん接続ガイド」では、パナソニック ビエラ「TH-LxxC5」の場合を例に説明しています。
お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下ＵＲＬよりご確認ください。
http://www.lacie.jp/hdd̲tv/index.html
「TH-LxxC5」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。
ビエラでハードディスクをフォーマットすると、ビエラ専用機器となります。一度ビエラでフォーマットしたハードディスクをパソコンで使用する
には、パソコンで再度フォーマットする必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
この「かんたん接続ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

ここからは、
「パナソニック製液晶テレビ ビエラ」の画面を見なが
ら、ビエラに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳
細については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。

「

【決定】ボタン

」で選択

青

緑

※あらかじめビエラの電源を入れてください。

ハードディスクに付属のACアダプタを接続します。
ACアダプタの保護キャップを外し、
コンセントプラグを
「カチッ」
と音がするまで差し込みます。
プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、ACアダプタをコンセントに差し込みます。

ACアダプタ

❶

決定
戻る

「USB HDD接続確認」
画面が表示されたら、
「 ハードディスクを登録する」
に進んで
ください。

表示された名称でよければ
［いいえ］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

いいえ
決定

項目選択

戻る

はい

いいえ

登録処理が終了しました

画質を調整する

画質の設定

かんたん設置設定

音声を調整する

音声の設定

かんたんネットワーク設定

番組を探す／予約する システム設定

設置設定

設定する

初期設定

ネットワーク関連設定

エコナビ

情報を見る

省エネ設定

ネットで使い方ガイド

接続機器関連設定

画面モード設定

自動更新設定

オンタイマー

設定リセット

接続機器関連設定

※❶の①〜⑤の手順を踏んでハードディスクを登録すると、機器の
登録確認画面が表示されます。
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ビエラリンク（HDMI）設定
USB HDD機器一覧

［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

ビデオ入力表示書換

④登録するハードディスクを選択し、
【決定】ボタンを押します。

USB
機器
1

接続

接続

録画時にこのHDDを
使用しますか？

はい

いいえ

HDD機器一覧
モデル名

Minimus USB 1

表示名

モード

未登録

録画可能時間
--：--

2
3

電源ランプ

電源スイッチ

表示名を設定することができます。
表示名を変更しますか？

❺この画面が表示されると、登録完了です。

ビエラメニュー

HDMI 音声入力設定

4

❷

USBポート

⑤「USB HDD接続確認」画面が表示されます。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は
「パナソニック製液晶テレビ ビエラ」
に付属の取扱説明書を
お読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

USB HDD を番組録画・再生用
として登録しますか？

項目選択

はい

HDMI RGBレンジ設定

❸

いいえ

❹フォーマット終了後、表示名の確認画面が表示されます。

HDMI 画質連動設定

ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。電源ランプが点灯します。

はい

HDD 接続確認

USB HDD を番組録画・再生用
として登録しますか？

③[USB HDD機器一覧]を選択し、
【決定】ボタンを押します。

プラグ

ハードディスクの電源をONにします。

いいえ

登録中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないで
ください。故障の原因になることがあります。

①リモコンの【メニュー】ボタンを押します。

ハードディスク

❸電源を入れる

はい

データ

USB

②[設定する]→[初期設定]→
[接続機器関連設定]を選択し、
【決定】ボタンを押します。

必ずテレビ背面の「USB」と書かれた端子に接続して
ください。

HDD 接続確認

フォーマットが開始されます。

※
「USB HDD接続確認」
画面で
［いいえ］
を選択したときなど、
画面が消えてしまった場合は以下の手順で表示させてください。

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに
接続し、反対側をビエラ背面のUSB端子に接続します。

数秒すると、
「USB HDD接続確認」
画面が表示されます。

黄

表示名を変更するには
［はい］
を選択してください。

ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
ハードディスクを重ねる場合は、２台までにしてください。

❷ビエラとつなぐ

「USB HDD接続確認」画面
が表示されます。
［はい］を選択して、リモコン
の【決定】ボタンを押します。

いいえ

USB HDDを登録するには、
フォーマットを行う必要があります。
フォーマットを行うと、USB HDD内の
すべてのデータが消去されます。
USB HDDをフォーマットしますか？

【決定】ボタンを押します。

音量

メニュー 音声切換 消音

❶ハードディスクを接続すると

コンセントプラグ

保護キャップ

❶ACアダプタをつなぐ

メニューを表示

はい

フォーマット確認の画面が表示されます。

戻る
赤

このテレビでUSB HDDに録画した番組は
このテレビでのみ再生できます。
他のテレビやパソコンでは再生できません。
また、故障によりテレビを修理された場合には、
USB HDDの番組は再生できなくなります。
USB HDDを登録しますか？

ます。
［はい］を選択して、
【決定】ボタンを押します。

❸［はい］を選択して、

選択した項目を決定

決定

サブ
メニュー

【メニュー】ボタン

本製品（ハードディスク）
をビエラに接続する

❷登録確認の画面が表示され

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属
の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

チャンネル

1

USB

ハードディスクを登録する
（フォーマット）

❷

USB端子

【青】ボタン

青

戻る
赤

緑

黄

③「この機器は安全に取り外しできます」と表示されたら、テレビ背面のUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

1
USB

USB3.0ケーブル

①「 ハードディスクを登録する」の❶の①〜③の手順で[USB HDD機器一覧]を表示させます。
②取り外すハードディスクを選択し、リモコンの【青】ボタンを押します。

決定

サブ
メニュー

ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の手順で行います。

映像・音声入力

パソコンでの使用について

ビエラでハードディスクをフォーマットすると、ビエラ専用機器になります。
一度ビエラでフォーマットしたハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度
フォーマットする必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去され
ますのでご注意ください。
パソコンで再度、フォーマットする手順は以下URL を参照して実行してください。
URL http://lacie.jp/support/format.html

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
「ビエラ」
はパナソニック株式会社の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
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